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前回の例会報告

　皆様こんにちは　　ご挨拶をさせて頂きます。
　先週は体調不良の為欠席してしまい申し訳ありませんでした。
福澤エレクトがおられるので何も心配はないのですが、実は、帯状疱
疹（たいじょうほうしん）になってしまいました。
始めはあまりの痛さに、あばら骨が折れているのかと思い整形外科に
行ったのですが、皮膚科に行きなさいと、言われてしまいました。

（無知なことで余分な時間と診察代をつかってしまった）
帯状疱疹とは水ぼうそうと同じウイルスによって起こる病気だそうです。
水ぼうそうは多くの方が子供の頃にかかり、治っていると思いますがウイルスは消滅した
わけではないそうです。
体の神経節に隠れて復活の機会を狙い、何十年も潜伏続け免疫力が低下したときに、復活
するみたいです。
免疫力が低下するのは、過労やケガ・ストレス・病気などで　皆様もいつ発病してもおかし
くないようですので、お気をつけてください。
（ちと調べただけで、皇后さまや雅子さま・ナイナイ岡村・小林麻央・巨人の阿部などなど日
本人の5,6人に一人がかかるといわれている）
ちなみに移ることはないようですが、小さい子供たちや、水ぼうそうになったことのない
方・高齢者には考慮した方がよいとのことで例会を休ませてもらいました。
　個人的なお話をさせて頂きましたが、先日の科学技術高校の模擬面接においては多くの
会員の皆様にご参加頂きありがとうございました。
特に松原委員長と南会員には打ち合わせ、面接プレゼンの資料作り等にご努力頂き感謝い
たします。
学生たちはとても素直な子達ばかりで、是非とも希望する企業に入社できることを望みた
いと思います。ただちょっと個人的に思ったのは、あの場では仕方がないのでしょうけど、
今の子たちは個性が少ないとゆうか、あくがないと言うか、どの子達も同じに感じてしま
い、何かちょっと寂しい感じもありました。（本当のところはわからないですが）
さて今月は23日に青少年奉仕委員会の化石発掘事業も控えております。又本日のクラブ
フォラムで行う職業奉仕委員会のあじさい杯卓球バレー大会も10月14日に控えておりま
す。　事業が続きますが皆様には、ケジュール調整とご協力を願いし、挨拶とさせていただ
きます。

会長挨拶

次回の例会案内
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RI会長　イアン H.S. ライズリー

2017-18 Presidential Theme

○現在会員　65名　　○出席者　39名
○届欠席者    26名　     ○出席率　 60%

○開会点鐘　6 時 30 分
○ロータリーソング斉唱

○会長挨拶
○幹事報告・委員会報告・同好会報告
○ニコニコ箱報告
○ロータリー財団寄付者発表
○米山記念奨学会寄付者発表
○閉会点鐘

「それでこそロータリー」

○開会点鐘　１２時３０分
○国家斉唱
○ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
○会長挨拶
○栄誉行事

○幹事報告・委員会報告・同好会報告
○ニコニコ箱報告
○ロータリー財団寄付者発表
○米山記念奨学会寄付者発表
○クラブフォーラム
○閉会点鐘

10月誕生日、結婚記念日の祝い

米山記念奨学委員会

大島友治（第3回地区ＲＹＬＡ委員会）
朝田健一、藤岡茂樹、福澤幹也、古市恭也、服部宏和、廣瀬充、堀川和子、細川直人、市岡高榮、橿尾輝之
近藤実、松原淑裕、松塚泰孝、松本喜市、南伊津美、水口正行、森陰輝夫、野村正昭、太田貴司、太田宏史
末永雄樹、辻川貴宏、内海晴藏、山下徳太郎、横山剛史（高校模擬面接）
堀川和子、小寺邦夫、橿尾輝之、中村栄子、森陰輝夫、横山剛史、古市恭也、藤岡茂樹、内海晴藏、太田貴司
末永雄樹、辻川貴宏、長井眞見、光山晃（福井東RC）
服部宏和、平野嘉男、廣瀬充、堀川和子、今野義隆、橿尾輝之、近藤実、松本喜市、水口正行、山本英樹
横山剛史（青少年発掘事業）
松本喜市、近藤実、下家茂、内海晴藏、細川直人、森陰輝夫、坪川俊仁、藤井誠也、太田貴司、井ノ部航太
末永雄樹、藤岡茂樹、廣瀬充（異業種交流同好会）

石橋聖博、近藤実、横山剛史、藤井誠也
竹内義隆（麻雀同好会）
末永雄樹、近藤実、横山剛史、稲津敬史
山本秀樹（麻雀同好会）



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

29 名 　　29,000 円　　今年度累計　351,235 円

ニコニコ箱報告 （順不同/敬称略）

14 名　14,000 円

11 名　　11,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30
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クラブ会報委員長/ 尾川輝幸　　副委員長/ 中村栄子

県内クラブ
例会日

ビジター受付

火曜日

月曜日

水曜日 木曜日 金曜日

福井南RC

福井東RC

（ザ・グランユアーズフクイ）

（福井繊協ビル 8F）

勝山RC
（勝山市民活動センター）

（AOSSA 3F）
武生RC

（武生商工会館）

若狭RC
（ホテルせくみ屋）

福井フェニックスRC

丸岡RC
（ザ・グランユアーズフクイ）

（丸岡城のまちコミュニティセンター）

鯖江北RC
（鯖江神明苑 2F 日野）

敦賀RC
（福井銀行敦賀支店 2F）

大野RC
（大野商工会館）

福井北RC

福井水仙RC
（ユアーズホテルフクイ）

（福井パレスホテル）

武生府中RC
（越前たけふ農協会館 3F）

敦賀西RC
（敦賀プラザ萬象）

福井RC

三国RC
（バードグリーンホテル レジーナ）

（三国観光ホテル）

鯖江RC
（鯖江商工会館 4F）

福井西RC

（ホテル リバージュアケボノ）
福井あじさいRC

クラブフォーラム

前年度累計　364,000 円

　　　　　　　　　 10月10日（火）武生RC　10月17日（火）福井南RC　10月18日（水）福井北RC
10月24日（火）福井南RC　10月27日（火）福井西RC　11月9日（木）福井RC　11月9日（木）福井RC

10月26日（木）福井水仙RC 11月30日（木）福井水仙RC

社会奉仕委員会 堀川和子委員長

福井県卓球バレー交流大会について . . . 福井県卓球バレー協会　　本日はどうもありがとうございました。
横山剛史　　先日の模擬面接お疲れ様です。本日、卓球バレー協会会長
　　　　　　堀川様、事務局長斉門様、よろしくお願いします。
朝田健一　　堀川会長、斉門事務局長の卓話よろしくお願いします。
長井眞見　　仏教の教えより。楽しみでどんなにごまかしても、ごまか
　　　　　　しきれないこの身が残る。
今田武　　　この連休の台風接近嫌ですね。今日もよろしく。　
松本喜市　　週末になって、台風とミサイルのダブルパンチ!!  影響が
                     ないよう祈っています。
光山晃　　　来週、8回目の明道中学校同窓会があります。毎回卒業後
　　　　　　初めて会う人が出席します。楽しみです。
小寺邦夫　　本日より18日月曜日まで半額金券バックの「かりんとう
                      饅頭感謝祭」　ご来店お待ちしてます。
内海晴藏　　第1回異業種交流同好会盛り上がりました。森陰さん、
　　　　　　素晴らしい卓話ありがとうございました。来月もやりま
                     す。みんな来てね。
森陰輝夫　　不甲斐な横綱陣、強い横綱はどこにいってしまったのか？
前田和寛　　私は出席できませんでしたが、模擬面接に参加された方、
　　　　　　お疲れ様でした。
細川直人　　創立15周年パーティーを10月23日月曜日に開催するこ
                     とになりました。　改めてご案内状を皆様にお送り致し
                     ます。よろしくお願い致します。
尾川輝幸　　今日もよろしくお願いします。
末永雄樹　　末永くよろしくお願いします。
堀川和子　　卓球バレーの卓話とクラブフォーラムをさせていただき
                     ます。10/14の卓球バレー大会には皆様参加して下さい。
高嶋隆博　　先日齊藤さんのとこで初めてそば打ちをしました。お客
                     さんに出せるように頑張ります。
服部宏和　　久しぶりに例会に出席出来て嬉しいです。今日は卓球バ
                      レーについて勉強させて頂きたいと思っています。
山下徳太郎　堀川様の卓球バレーの話と、実技楽しみです。
福澤幹也　　今日のミサイル怖かったですね。後の処理情報が大変で、
                     あれやこれやと役所から聞かれました。これで終わると
                     いいですね。
松塚泰孝　　模擬面接会、大変勉強になりました。
武田幸夫　　すがすがしい日です！！
太田宏史　　科技高の模擬面接お疲れ様でした。私も勉強になりました。
小原弘明、田中義乃、坪川俊仁、橿尾輝之、今野義隆、太田貴司、藤岡茂樹

横山剛史、朝田健一、長井眞見、森陰輝夫、小寺邦夫、松本喜市
内海晴藏、尾川輝幸、橿尾輝之、坪川俊仁、田中義乃、太田宏史
太田貴司、齊藤稔　各君　

横山剛史、朝田健一、森陰輝夫、松本喜市、内海晴藏、高嶋隆博
坪川俊仁、尾川輝幸、橿尾輝之、末永雄樹、太田貴司　各君　　

卓球バレーとは。
卓球バレーは，近畿の筋ジストロフィー症
児のための養護学校で始められた競技で，
1974 年（昭和 49年）の，「第５回近畿筋
ジストロフィー症児交歓会スポーツ交流
会」から，実施されるようになりました。
卓球バレー実施に当たって，京都市立鳴滝
養護学校がルール作成の中心となり，ルー
ルや用具を工夫・改善しながら，現在に至っ
ています。京都では，1976 年（昭和 51年）
から，重度の障害のある人も楽しく，団体
でできる競技として，卓球バレーが身体障
害者のスポーツ研修会で紹介されました。
それ以後，京都障害者スポーツ振興会を中
心に，重度の障害のある人のスポーツとし
て，京都府全域に広められました。
　1981（昭和 56年），国際障害者年を記
念して，「全京都身体障害者スポーツ大会
　卓球大会の部」の一種目として団体戦に
取り入れられ，益々，盛んになりました。
　さらに，1987 年（昭和 62年）には，「第１回全京都共同作業所
対抗卓球バレー大会」が実施されるようになりました。また，1987
年（昭和 63年）の，「第 24回全国身体障害者スポーツ大会」では，
公開競技として，全国に紹介されました。さらに，1988 年（平成元
年）からは，「全京都障害者総合スポーツ大会　卓球バレー大会」と
して，独立して開催され，参加チームは 100 チームを超え，参加者
も 1,000 名を超える大会として，毎年開催されています。

堀川秀樹代表
福井県卓球バレー協会

クラブ員による、実践!!  卓球バレー協会

斎門　豊様


